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環境アニメイティッドやおは、
八尾市内で環境問題に取り組ん
でいる市民・市民団体・企業・
教育機関などを応援するための
協議会です。
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学生
事務局

いきいき八尾環境フェスティバル2014
学生事務局企画イベントのお知らせ

今

年のいきいき八尾環境フェスティバルでは、
主に６つの学生企画を用意しています。
目玉企画は、「地球戦士ゼロス＆八尾のゆる
キャラ大集合ショー」です。今年も、子どもたち
に大人気の地球戦士ゼロスがフェスティバルに来
てくれます。また、八尾市にいる様々なゆるキャ
ラも大集合し、記念撮影会や一緒に河内音頭を踊
る豪華なフィナーレも考えています。
他にも、「コンセント抜きゲーム」は子どもた
学生事務局集合写真
ちに節電について考えてもらうために、「巨大塗
り絵パズル」は参加者の皆さまに八尾の歴史や特
今年も様々な企画が盛りだくさんとなっていま
産品を知っていただきたいという想いで学生が企
す。ぜひ、いきいき八尾環境フェスティバルへお
画しました。
越しください！
また、お客様にできるだけ楽しく、広い会場を
（学生事務局 岡田 有加さん）
回っていただきたいと考えたスタンプラリーは、
いきいき八尾環境フェスティバル2014 第１部
『ようかい』を探すという要素を取り入れ、今ま
詳細は表紙のちらしをご覧ください♪
でとは違った全く新しいものとなっています。

環境
イベント

いきいき八尾環境フェスティバル2014
第２部のご案内

第

２部は、11月９日（日）に大阪経済法科大
学花岡キャンパスで開催されます。第２部
では、大学のふれあい池で恒例の“ドビ流し”が
実施され、絶滅危惧種であるニッポンバラタナゴ
の繁殖状況を調査します。また、高安の里の自然
再生と地域活性化に関するシンポジウムも開催し
ます。いきいき八尾環境フェスティバル第２部の
詳細は下記をご覧ください。
場 所：大阪経済法科大学花岡キャンパス
日 時：平成26年11月９日（日）
午前10時～午後４時
■ドビ流し
ニッポンバラタナゴの生態を保全するために、伝
統的なため池洗浄法である「ドビ流し」を実施し
ます。
■ネイチャークラフト
木材などの自然材料を使って工作をします。今年
は、らせんゴマ、もっくん、カエル、ワニ、エン
ピツ、スペースニードルに取り組みます。
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■公開シンポジウム
午後２時から午後４時まで
『高安の里の自然再生と地域活性化を考える』
というテーマとした公開シンポジウムを開催し
ます。ニッポンバラタナゴを代表とする自然と
千塚などの文化遺産をどのように保存していく
か話し合い、高安地域の持続可能なまちづくり
と自然再生について討論します。
■綿繰り体験
河内木綿について一人でも多くの方に知ってい
ただくために、綿繰り体験を実施します。
■地産地消の食づくり
八尾で採れる食材を使った料理を販売します。
■高安地域の史跡めぐりと自然散策
集合場所：近鉄服部川駅前
集合時間：午前10時30分
高安地域の史跡を、案内人のお話を聞きながら、
会場の大阪経済法科大学まで巡ります。
（NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会
加納 義彦さん）
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シリーズ 第６回
亀井小エコプロジェクト

～八尾市立亀井小学校～

環境配慮
の取組み

亀

井小学校では「かしこく分別、ごみ削
減！」「めざせ節電、こまめに消そ
う！」「いつでも給食モリモリ大作戦！」とい
うスローガンのもと、全児童・全職員が環境活
動に取り組んでいます。
ごみの分別と削減に関しては、全児童が「捨
てればごみ、分ければ資源」というフレーズを
学習し、ごみを10種類に分別したり、エコ
キャップの回収活動を推進しました。節電に関
しては、校舎内を照度計で計測し、蛍光灯の間
引きを実施したり、天候に合わせて不要な電気
をこまめに消すなどの活動をしました。給食で
は、残菜を減らせるよう、目標の献立を決めて
完食を目指しています。優秀なクラスには児童
集会で表彰状が手渡されます。
活動の成果について、家庭で行っているごみ
分別を学校でも実施することで、児童の環境学
習になったことや、エコキャップの回収活動に
おいて累計73,105個集まり、89人分のワクチン
を送ることができたほか、給食の残飯が年間を

残菜を減らしたクラスに贈られる表彰状
通して少なくなってきており、子どもたち
も楽しく活動することができています。
児童の感想では、「ごみ拾いをして、校
内がきれいになって気持ちよかった。」や
「ごみの分別は大事だと思うので、続けて
いきたい。」といった声を聞くことができ
ました。
(環境アニメイティッドやお事務局）

環境保全
の取組み

シリーズ 第６回
地域自然エネルギーを活用したまちづくりを進める
～滋賀県湖南市～

湖

南市の市民共同発電所の歴史は、全国
初の「市民共同発電所・てんとうむし
１号」(平成９年)を稼働させ、障がい者施設
に対して売電利益をもとに支援してきたとこ
ろから始まっています。
同市は、平成23年度から「緑の分権改革」
を推進し、地域の優れた環境・福祉資源を活
用し、地域産業の振興、食料・エネルギーの
地産地消の推進、障がい者や高齢者をはじめ
として地域の誰もが自立した生活を送ること
のできるモデル事業に取り組んでいます。
そのために「地域自然エネルギー基本条
例」(平成24年９月21日施行)を制定し、地域
の自然エネルギーは地域固有の資源であり、
地域の発展につながるよう活用するとうたっ
ています。

自然エネルギーは地域の資源
～自然エネルギーを活用したまちづくり～
1.地域エネルギー基本条例
2.市民共同発電所づくり
3.障がい者などの発達支援システムの推進
4.自然エネルギーの活用で、地域循環型経済
システムを進める
また、市民出資による「コナン市民共同発電
所」を２ヶ所建設し稼働させています。太陽光
だけでなく、風力・小水力などの小規模分散型
の自然エネルギーの導入・普及をめざして、市
民、地域、NPO、企業、行政などが連携し協力し
ながら進めています。
（ NPO法人自然環境会議八尾 宮川 晃さん）
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グラウンドワーク八尾

ＫＥＳの認証ロゴマーク

環境マネジメント啓発活動
八尾には環境アニメイティッドやおという産官
学が協働する環境組織があります。それを支援し
連携実働するのがグラウンドワーク八尾です。
環境保全に関する事業や歴史文化事業をスムー
ズに行うことにより、より多くの人に環境保全、
文化振興、子どもの健全な育成を重視した社会形
成に寄与することを目的とし2008年６月に設立致
しました。また、環境省の温暖化対策地域協議会
として登録も致しております。
そのグラウンドワーク八尾の活動の一つが環境
マネジメント啓発活動です。国際規格ISO14001に
代表される環境マネジメントシステムをより幅広
く導入してもらうべく、ISO14001の国内版である
KESの普及です。
KESは全国で4431の組織が登録する京都発信の
認証制度です。その地方協慟組織O-KES（大阪KES
環境機構）として、2011年に設立され、現在八尾
を中心に八尾市役所を始め40余りの事業所が登録
しています。登録事業所は厳正な審査員と共に社
会貢献や、環境保全、地域社会に寄与しています
。
（NPO法人グラウンドワーク八尾 徳山 吉令さん）

Ｅ-ｃｏｌｕｍｎ
９月スーパームーンのお月見、見上げた空
の明るさに感動しました。人は、光によって
穏やかな気持ちになり、心が癒されます。
そして、日頃は意識していませんが、私た
ちが色を感じるには何より光が必要です。私
は、色彩を活かす仕事を通じ、光の重要性を
お伝えすることを心掛けています。
学ぶ・食べる・遊ぶ・読書と生活の様々な
シーンに適した光の量、光の色があります。

セミナーで挨拶する 菅 春水 代表理事

マイドーム大阪で啓発活動する
温川 担当理事(左)と徳山氏(右)

子どもたちへ伝えたい
光（あかり）のコト
作業効率や安全面、光の演出等を活かした、
人の心に繋がる”よい光“と共に暮らすこと
は、豊かな時間と空間をもたらします。
震災後、節電への取り組みは高まっていま
す。是非、子どもたちが光（あかり）に興味
を抱き特性を知る機会があればと思います。
そして、“よい光”と共に成長することで、
近い将来、日常から自然に節電ができている
社会へと変化していくことを期待します。
（梶本 敦子さん）
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活動情報

八尾市の環境を守るために、環境アニメイティッドやお
が取り組んでいるさまざまな活動や、今後の計画などを
紹介します。

10／18（土） 10／25（土） 「学校ビオトープづくり＆
午前9時30分～
JR河内堅上駅集合

八尾ふるさと
歴史楽校
八尾市内を歩きながら、
名所・旧跡にふれ八尾の
歴史に親しんでいきます。

午前10時～
近鉄大阪教育大前駅
集合

高安の森
自然楽校
高安山の植物を観察した
り、ネイチャークラフト
作りをしたり、楽しい企
画が盛りだくさんです。

10／26（日） 10／27（月）
午前10時30分～
西武八尾店
アリオ八尾

正午～、午後7時～、
午後11時～

いきいき八尾環境フェス
ティバル2014 第１部

「情報プラザやお」出演

年に1回の環境イベント。
市民がそれぞれの立場で、
環境について考える1日に
しましょう。

アニメイティッドの情報
を定期的にＦＭちゃおで
放送しています。

八尾の食文化体験交流会」のご案内
日時：平成26年10月11日(土）10時から13時
会場：大阪府立八尾北高等学校 環境学習空間
八尾市萱振町7－42
T E L:072-998-2100 FAX:072-998-634
当日連絡：070-5509-3471（塚口）
内容：①学校ビオトープ体験（雨天時内容を変更）
稲刈り、木材を利用した簡単な工作や作業など
②八尾の食文化体験（雨天時内容を変更）
餃子の皮でのイモの包み揚げ、
ミネストローネ、炊き込みご飯など
費用：お一人200円（お箸とタッパ、お茶などは、各
自でご持参ください）

1１／２（日）
午前9時30分～
近鉄信貴山口駅
改札口集合

高安山自然再生
定期活動
地域の方々と一緒に、絶
滅危惧種「ニッポンバラ
タナゴ」の保全活動に取
り組んでいます。

１１／9（日）
午前10時～
大阪経済法科大学
花岡キャンパス

いきいき八尾環境フェス
ティバル2014 第２部
「高安の里の自然再生」
をテーマに、シンポジウ
ム・ドビ流しなどをしま
す。詳細は２ページです。

「河内の風」の置いている所 ただいま、アニメイティッド会員募集中！
近鉄八尾駅・河内山本駅・久宝寺口
駅・服部川駅・信貴山口駅・KUKURU・
Potager・Cafe Cosmos・
八尾市内各出張所・八尾図書館・
山本図書館・志紀図書館・市立病院
年間会費：個人1,000円 市民団体2,000円
プリズムホール・学習プラザ
事業者5,000円 事業者団体10,000円
かがやき・ウイング・歴史民俗資料館
教育サポートセンター・屋内プール・ ■ お問合せ先
環境アニメイティッドやお 事務局（八尾市環境保全課）
まちなみセンター・サポートやお・
TEL 072－924－9359 FAX 072－924－0182
ＦＭちゃお・つどい・みらい・
HP
http://www.eco-ani-yao.org/
福祉会館・近畿労働金庫八尾支店・
大阪経済法科大学
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